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第 11 回 ARDF 世界選手権大会 

女子 Ｄ50 クラスで日本初の表彰台  

９月２日からスロバキアで開催されていた第 11 回Ａ

ＲＤＦ世界選手権大会は、日本を含め 29 カ国から

490 人あまりの選手が参加しておこなわれました。 

日本からはＪＡ１ＨＱＧ有坂団長以下 23 人が参加。

競技は、3.5MHz 部門と 144MHz 帯部門に分かれて

おこなわれました。 

直前に欧州を襲った大洪水も大会には影響もなく、

７日には競技のすべてが終了し日本選手団も無事帰

国しました。 

今回の大会では、特にＤ５０クラスで日本が団体部

門で第３位に入賞するなど健闘しました。 

５０クラスでみごと入賞したご３人。ＪＨ６ＢＰＫ 穴見

敬子さん、ＪＲ０ＣＥＪ 新井恵子さん、ＪＦ０ＲＥＵ 岡田

美和さん 

 

AIS 地域周波数の設定と運用 
平成 12 年 12 月 5 日に採択された 1974 年の海上

における人命の安全のための国際条約（SOLAS 条

約）附属書第Ⅴ章の改正規定が平成 14 年 7 月 1 日

に発効し、一定の船舶に対して船舶自動識別装置

（AIS）の搭載が義務付けられました。総務省では、条

約の国内担保措置として電波法施行規則等の関係

規定の整備を行い、同日から施行いたしました。 

AIS に使用する周波数は、無線通信規則付録第

18 号（RR AP18）に規定されている国際共通周波数

ch AIS1（161.975MHz）及び ch AIS2（162.025MHz）

を使用することとなりますが、当該周波数は我が国に

おいて他の無線局で使用中であることから、AIS の適

切な運用を確保するため、我が国の周辺海域（別図

のエリア内）においては、当面、地域周波数を使用す

ることとなります。 

AIS の地域周波数による運用を行うためには、航

海に先立ち機器の取扱説明書にしたがって、AIS の

入力装置により下記データを入力する必要がありま

すので、その旨ご了知いただくとともに、励行の徹底

をお願いいたします。 

記 

１.入力項目 

AIS 本体の入力キーボードにより入力する項目は以

下のとおり。 

(1)使用周波数（4 桁の ch 番号を入力） 

→ chA ： 2079 （ 161.575MHz ） 、 chB ： 2081

（161.675MHz）に設定 

(2)帯域幅（WIDE/NARROW の別を選択入力） 

→WIDEBAND（25kHz セパレーション）に設定 

(3)送受信モード（送受信/受信の別を選択入力） 

→TX/RX（送受信）モードに設定 

(4)送信出力（HIGH/LOW の別を選択入力） 

→HIGH（12.5W）に設定 

(5)遷移ゾーンサイズ（１～８NM の範囲内を入力） 

→1NM に設定 

(6)地域エリア座標（北東端(NE)座標と南西端(SW)座

標を入力） 

→航海計画に従って必要となる２のエリア座標デ

ータを入力 

[注意] 

1)入力された上記の地域周波数の運用に関するデータ

は、データ入力後、5 週間を経過した場合及び地域エ

リア（エリア矩形の北東端座標又は南西端座標のいず

れか近い位置）から 500 海里以上離れた航海をした場

合は、メモリーから自動的に消去されますので、再度入

力する必要が生ずる場合があります。 

2)地域周波数の運用に関するデータの入力タイミング

は、自船の現在位置が地域エリア内にある時及び自船

位置が地域エリア（エリア矩形の北東端座標又は南西

端座標のいずれか近い位置）から 500 海里以内にある

時です。自船位置が地域エリアから 500 海里以上離れ

た場所で入力してもエラーとして受け付けられません。 

3)地域周波数の運用に関するデータがメモリーされて

いれば、地域エリア内から地域エリア外に自船が移動し

た場合、又はその逆に、地域エリア外から地域エリア内

に自船が移動した場合には、AIS は自動的に周波数の

切換を実行します。（地域エリアの内外に自船が移動し

たからといって周波数切換の操作をする必要はありませ

ん。） 
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未承諾広告メールの受信拒否機能 
ＮＴＴドコモ及びＮＴＴドコモグループ８社は、迷惑

メール対策として、表題の最前部に未承諾広告※と

記載されているｉモード  宛の電子メールが送信され

てきた場合に、お客様自ら設定いただくことにより受

信拒否できる機能の準備を進めてまいりましたが、こ

のたび準備が整ったことから、サービスの提供を開始

いたします。 

また、本年１月１０日（木）より提供しております「ドメ

イン指定受信機能」におけるドメイン指定件数を最大

１０件から２０件に拡大するとともに、ＦＯＭＡ につい

ても「ドメイン指定受信機能」を開始いたします。 

未承諾広告メール拒否機能の概要  

１）内容 

「未承諾広告�メール拒否機能」は、「特定電子メー

ルの送信の適正化等に関する法律」及び「改正特定

商取引に関する法律」の施行に伴い、表題の最前部

に未承諾広告�と表示されたｉモード宛の電子メール

について、ｉモードセンターにてお客様に配信しない

ようにする機能です。 

２）実施時期（予定）２００２年１０月１日（火） 

(注)本機能の初期設定は「拒否する」となっております。

未承諾広告�と表示されたｉモード宛の電子メールの受

信を希望されるお客様は、９月２４日（火）よりｉモード対

応端末からの事前設定が可能ですので、設定を「拒否

する」から「拒否しない」に変更していただくことにより、こ

れまで通り受信することができます。 

３）料金 

設定にかかるパケット通信料は無料 

４）対応端末 

すべてのｉモ－ド対応携帯電話機で設定可能（ＦＯＭ

Ａを含む） 「ドメイン指定受信機能」の機能強化の

概要  

1）ドメイン指定として登録可能な件数の拡大（８００

MHｚデジタル方式携帯電話機） 

2） 

（1）内容 

現在、提供しているドメイン指定受信機能のドメイン

指定件数を、最大１０件から２０件に拡大いたします。

（メール指定拒否・指定受信機能の指定件数も同様

に拡大） 

（2）実施時期（予定）２００２年９月２４日（火） 

2 FOMA におけるドメイン指定受信機能の提供 

（1）内容 

FOMA においても、指定したドメインだけを受信する

ドメイン指定受信機能を提供いたします。ドメイン指

定件数は最大２０件とし、併せて現在提供中のメー

ル指定拒否・指定受信機能の指定件数も最大１０件

から２０件に拡大いたします。 

（2）実施時期（予定）２００２年９月１０日（火） 

 

外来種ワースト１００種 
ペットのウサギや金魚鉢のホテイアオイを野外に放

たないで――日本生態学会はこのほど、国内に持ち

込まれた外来動植物２０００種のうち、生態系への影

響が特に深刻な「ワースト１００種」を選定した。今月

末、市民向けの手引書を発行、外来種への警戒を呼

びかけるという。  

選ばれたのは、アニメ番組の人気にあやかり北米

からペットとして大量に輸入され、捨てられて野生化

したアライグマ、スポーツフィッシングの流行で輸入さ

れ、愛好家が放流して全国の湖沼に拡大したブラッ

クバスなど。人間の行為が原因となる生物をはじめ、

チャバネゴキブリやアメリカザリガニ、ヒメジョオン、ハ

ルジオンなど全国で見られる動植物も含まれる。  

また船と共に運ばれてくるムラサキイガイなど、生

物種、侵入経路もさまざまだ。  

一方、以前から本州以南に分布するコウライキジを、

分布していない北海道に放鳥するなど、生態系を無

視した放鳥によって影響が出ているケースもあるとい

う。  

外来種の多くは天敵がないため繁殖力が強く、在

来の希少種を絶滅させる危険性があり、世界各地で

侵入予防や撲滅などの対策が取られ始めている。こ

うした流れを受け、同学会でも国内の実情にあったリ

スト作りを急いでいた。  

選定の監修にあたった東京大学大学院の鷲谷い

づみ教授は「外来種は、多様な生物が共存する環境

を破壊する。その危機感を多くの市民に理解してもら

うため、１００種を明記した」と話す。  

生物学的侵入とは  

ある生物が自然状態では存在しない生態系に導

入されたときどのようなことが起こるでしょうか? その

生態系は柔軟性をもってその変化に対応できるでし

ょうか、それとも生物の侵入ははかりしれない影響を

与え、恒久的な損害を与えるのでしょうか? 何か特

別のものが永久に失われるのでしょうか? それで問

題はないのでしょうか? 

かつては地球上の山岳や海洋は、すべての生物

種にとって越えることのできない障害物として存在し

ていました。生態系は隔離されて進化を遂げていっ

たのです。人類が登場し全世界に移動を開始すると、

私たちの祖先の物理的社会的必要性を満たすため、

最初の生物の導入が行われました。しかしその大きさ

や頻度は、現在の国際貿易や旅客の移動にともなう

生物の導入に比べれば小さなものでした。 

国際的な外来種の導入にともなう悲劇的な結果に

関しては、200 種以上の魚類を絶滅させたナイルパ

ーチのように話には事欠きません。私たちは過去の

失敗から学ぶべきです。しかし驚くべきことに生物種

の導入にともなう危険は今も続いているのです。本書

に紹介したカダヤシの放流はその例です。また国際

的な園芸品種やペットの貿易の参加者の行動も問題

視されています。 
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うっかりした行動が、生物種の導入の原因になるこ

ともあります。いわゆる「事故」が、生物学的侵入の大

きな原因の一つとなっています。「世界の外来侵入種

ワースト 100」をごらんいただくと、信じられないくらい

多くの生物種が器用に旅行するだけでなく、新世界

に定着し成長し優占するようになったか、おわかりい

ただけると思います。今日、外来侵入種は、生息地

の破壊に次いで、生物の絶滅の大きな要因になって

いることがわかっています。 

地球上の生物の多様性を構成する生物の属や種、

生態系は、それが失われると自然そのものが失われ

あるいは劣化してしまうのでとても重要です。人類以

外の種もまた地球上の中で存在しある地位を占める

権利があります。私たちは、どの生物種が生態系にと

って不可欠であり、どの生物種が余分のものであるか、

そしてどの生物種が世界の変化に適応できるのかを

知りません。私たちが生物種をある生態系に導入し

たとき、その影響がただちに現れるわけではありませ

ん。ミコニア・カルベセンスのような侵入種は、生息環

境を完全に変え、もともとの生物群集を非持続的なも

のにしてしまう可能性があります。 

地球上の生物の多様性を守ることは、私たちの生

命を維持するために最適な方法です。生物圏はセル

フコントロールシステムを持った系であり、回復力をも

ったものであるということが知られています。しかし島

嶼生態系のような隔離された生態系は、食物連鎖を

支える植物、草食動物、肉食動物、分解者の数も少

なく、侵入種に弱い生態系であるということがいえま

す。世界中の島々で、生物種はかつてない速度で絶

滅していっています。本書に挙げたような外来侵入

種が、その絶滅の原因になっています。 

生物種のよりよい管理や生物学的侵入を防ぐため

の先駆的行動が世界の各地で実行されています。外

来侵入種はいまや国際的な自然保護活動の関心を

集め、国際侵入種プログラム(ＧＩＳＰ)のような国際協

力活動のテーマとなっています。侵入種に対する関

心が高まるにつれて、人々や地域社会は子孫にひき

つぐことができる選択肢についてさまざまな情報をえ

られるようになっています。 

「世界の外来侵入ワースト 100」は、外来侵入種

のおどろくべき複雑さと、悲劇的な結末を伝えるため

に作られました。侵入種は、以下の 2 つの基準に従

って選ばれています。 

(1)生物の多様性および人間活動に対する深刻な

影響 

(2)生物学的侵入をめぐる重要な事柄の表現 

たくさんの事例をあげるため、一つの属からは一つ

の種だけを選びました。これ以外にもたくさんの侵入

種がありますが、このリストに載っていないからといっ

て、脅威が小さいというわけではありません。私たち

は、侵入種に対する一般的な認識が高まることによっ

て、将来の有害な侵入種の拡大を防止できればと願

っています。 

「世界の外来侵入種ワースト 100」  

【微生物】 

avian malaria 鳥マラリア 

banana bunchy top virus バナナ萎縮病ウイルス 

chestnut blight クリ胴枯れ 

crayfish plague アファノマイセス病 

Dutch elm disease カビの一種の感染によるニレの疾

病 

frog chytrid fungus カエルの表皮に寄生するツボカビ

の一種 

phytophthora root rot パイナップルの疾病 

rinderpest virus 牛疫ウイルス 

【水生植物】 

caulerpa seaweed イワヅタ（海藻）の一種 

common cord-grass イネ科カゼグサの一種 

wakame seaweed ワカメ 

water hyacinth ホテイアオイ 

【陸上植物】 

African tulip tree カエンボク 

black wattle モリシマアカシア 

Brazilian pepper tree サンショウモドキ 

cogon grass チガヤ（アランアラン） 

cluster pine フランスカイガンショウ 

erect pricklypear オプンティア・ストリクタ（ウチワサボ

テンの一種） 

fire tree ミリカ・ファヤ（ヤマモモの一種） 

giant reed ダンチク 

gorse ハリエニシダ 

hiptage ホザキサルノオ 

Japanese knotweed イタドリ 

Kahili ginger キバナシュクシャ 

Koster's curse クリデミア・ヒルタ（ノボタン科クリデミア

の一種） 

kudzu クズ 

lantana ランタナ 

leafy spurge ハギクソウ 

leucaena ギンネム（ギンゴウカン） 

melaleuca カユプテ 

mesquite プロソピス・グランドゥロサ（プロソピスの一

種） 

miconia ミコニア・カルヴェセンス（ミコニアの一種） 

mile-a-minute weed ミカニア・ミクランサ（ツルギクの

一種） 

mimosa ミモザ・ピグラ（オジギソウの一種） 

privet リグストルム・ロブストゥム（イボタノキの一種） 

pumpwood セクロピア 

purple loosestrife エゾミソハギ 

qinine tree アカキナノキ 

shoebutton ardisia アルディシア・エリプティカ（ヤブコ

ウジの一種） 

Siam weed クロモラエナ・オドラタ 

Strawberry guava ストロベリーグアバ 

tamarisk タマリクス・ラモシッシマ（ギョリュウの一種） 

wedelia ミツバハマグルマ 



 2002 年  10 月  1 日 発行 第 04 号   通刊 193 号  毎月 1 日発行 

Present by ZENKOKU84AIKOHKAI JH3YRO                                                                        Page４ 

yellow Himalayan raspberry キミノヒマラヤキイチゴ 

【水生無脊椎動物】 

Chinese mitten crab チュウゴクモズクガニ 

comb jelly ムネミオプシス・レイディ（ツノクラゲの一

種） 

green crab ミドリガニ 

marine clam ヌマコダキガイ 

Mediterranean mussel チレニアイガイ 

Northern Pacific seastar ヒトデ 

spiny water flea セルコパジス・ペンゴイ（オオメミジン

コ科の一種） 

zebra mussel カワホトトギスガイ 

【陸上無脊椎動物】 

Argentine ant アルゼンチンアリ 

Asian longhorned beetle ツヤハダゴマダラカミキリ 

Asian tiger mosquito ヒトスジシマカ 

big-headed ant ツヤオオズアリ 

mosquito アノフェレス・クァドリマクラタス（ハマダラカ

の一種） 

common wasp キオビクロスズメバチ 

crazy ant アシナガキアリ 

cypress aphid キナラ・カプレッシ（オオアブラムシの一

種） 

flatworm ニューギニアヤリガタリクウズムシ 

Formosan subterranean termite イエシロアリ 

giant African snail アフリカマイマイ 

golden apple snail スクミリンゴガイ（ジャンボタニシ） 

gypsy moth マイマイガ 

khapra beetle ヒメアカカツオブシムシ 

little fire ant チビヒアリ 

red imported fire ant ヒアリ 

rosy wolf snail ヤマヒタチオビガイ 

sweet potato whitefly タバココナジラミ 

【両生類】 

bullfrog ウシガエル 

cane toad オオヒキガエル 

Caribbean tree frog コキコヤスガエル 

【魚類】 

brown trout ブラウントラウト 

carp コイ 

large-mouth bass オオクチバス 

Mozambique tilapia カワスズメ 

Nile perch ナイルパーチ 

rainbow trout ニジマス 

walking catfish ヒレナマズ（ウォーキングキャットフィッ

シュ） 

Western mosquito fish カダヤシ 

【鳥類】 

Indian myna bird ガイロハッカ 

red-vented bulbul シリアカヒヨドリ 

starling ホシムクドリ 

【爬虫類】 

brown tree snake ミナミオオガシラヘビ 

red-eared slider ミシシッピーアカミミガメ 

【哺乳類】 

brushtail possum フクロギツネ 

domestic cat イエネコ 

goat ヤギ 

grey squirrel トウブハイイロリス 

macaque monkey カニクイザル 

mouse ハツカネズミ 

nutria ヌートリア 

pig ヨーロッパイノシシ 

rabbit アナウサギ 

red deer アカシカ 

red fox アカギツネ 

ship rat クマネズミ 

Indian mongoose ジャワマングース 

stoat オコジョ 

 

自動車フロン券 

10月1日からカーエアコンのフロン類回収等が義

務化 

平成 14 年 4 月からの業務用冷凍空調機器のフロ

ン回収等の施行に続き、10 月 1 日からカーエアコン

のフロン回収等が施行されます。 

フロン回収はなぜ必要？ 

近年、深刻な環境問題となっているオゾン層の破

壊。その原因となっているのがフロン類です。 

オゾン層は、地球を取り巻く大気の成層圏の中に

ある、高度 20～30 キロメートル付近を中心に広がっ

たオゾン（O3）という物質の層です。地上から離れた

上空で、太陽光に含まれる有害な紫外線（UV-B）を

吸収し、私たち地球に住む生物の生命を守る働きを

しています。 

しかし、私たちが大気中に放出してきたフロン類に

よって、オゾン層の破壊が進んでいます。オゾン層の

オゾン量が 1％減ると、地上に降り注ぐ有害な紫外線

量は 1.5％増えるとされています。オゾン層の破壊が

進むことにより、生物や生態系にさまざまな弊害が発

生するおそれがあります。 

有害紫外線の影響  

人体への影響 

・皮膚がんが増える 

・角膜炎や白内障、失明などの視覚障害が増加 

・免疫力が低下し感染症などにかかりやすくなる 

生態系への影響 

・海洋の植物プランクトンが減少し、海洋生態系が破

壊される 

・植物の成長が阻害され、農作物の収穫などに影響

を受ける 

 


